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放射性物質汚染対処特措法改正に関する意見書 

 

                  ２０１５年（平成２７年）７月１６日       

日本弁護士連合会 

 

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平

成２３年８月３０日法律第１１０号。以下「特措法」という。）附則第５条は，「法

律の施行後３年を経過した場合において，法律の施行の状況について検討を加え，そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定している。 

環境省は，上記附則に基づき，特措法による各種施策の施行状況を検討するために，

「放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会」を設置した。同検討会は，２０１５年

５月２６日に除染問題，同年６月２６日に中間貯蔵・汚染廃棄物問題を議論し，同年

８月中に取りまとめをして，特措法の改正を検討するとされている。 

そこで，当連合会は，特措法の改正に関して，以下のとおり意見を述べる。 

 

第１ 意見の趣旨 

１ 国は，特措法施行規則第１４条を改正し，指定廃棄物の指定基準である「８０

００ベクレル毎キログラム」超という数値を，放射性物質利用に伴い発生する廃

棄物等の処理等の安全性のための最低限の基準であるクリアランスレベルが１

００ベクレル／kg であることを十分踏まえて，相当程度引き下げるべきである。 

２ 国は，特措法第１８条第３項を改正し，指定廃棄物の指定基準に該当すると認

められるときは，環境大臣が当該廃棄物の占有者からの申請がなくても指定廃棄

物と指定できるようにするべきである。 

３ 国は，十分な情報公開の下で，公開の議論を経て，特措法施行規則第２５条及

び第２６条を改正し，より安全性に配慮した特定廃棄物1の処理基準を策定し，

焼却施設や最終処分場の建設・管理・運用に当たっては，適切な環境アセスメン

ト制度・安全審査制度，十分な情報公開と住民参加を実現する制度と独立・中立

                         
1  「特定廃棄物」とは，特措法第２０条で定める廃棄物であるが，これには，「対策地域内廃棄物」（特措法第

１３条）及び「指定廃棄物」（同法第１７条第１項）が含まれる。「対策地域内廃棄物」とは，「その地域内に

おいて検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物

質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集，

運搬，保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域（同法第１１条第１

項）内にある廃棄物」と定義されているが，これは，福島第一原発の２０km 圏内を中心とした地域内の廃棄物で

ある。一方，「指定廃棄物」とは，対策地域外ではあるが，環境大臣が「環境省令で定める基準に適合しないと

認め」て，指定するものをいい，福島県の周辺の都県内の廃棄物のうち，指定を受けたものを指している。 
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の監視機関が設けるなど，適正な制度を作るべきである。 

 

第２ 意見の理由 

１ 特措法における「放射性物質及びこれによって汚染された物」の該当性の基準

の引下げ 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）は，

「廃棄物」について，「ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，

廃アルカリ，動物の死体その他の汚物又は不要物であつて，固形状又は液状の

もの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。」と規定し，

廃棄物の定義から「放射性物質及びこれによって汚染された物」を除外してい

る（第２条第１項）。 

そして，「放射性物質及びこれによって汚染された物」に該当するか否かを

定める基準（この基準は，放射性物質利用に伴い発生する廃棄物等の処理等の

安全性のための最低限の基準であり，クリアランスレベルと呼ばれる。）につ

いては，例えばセシウム１３４及びセシウム１３７については，合計１００ベ

クレル／kg 以下とされている（精錬事業者等における工場等において用いた資

材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する

規則及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第３３条の

２第１項，同施行規則第２９条の２，さらにそれを受けた放射線を放出する同

位元素の数量等を定める件（平成１２年科学技術庁告示第５号）第２７条）。 

上記のクリアランスレベルに照らして，「放射性物質及びこれによって汚染

された物」に該当する物は，廃棄物としての処理はできず，低レベル放射性廃

棄物処理施設で長期保管しなければならないなど厳格な管理が必要とされて

いる（核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５８条，核燃

料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第２条第１号）。し

たがって，セシウム１３４及びセシウム１３７の合計が１００ベクレル／kg

以下の物は，廃棄物処理法に基づいて廃棄物として処理できるが，１００ベク

レル／kg を超える物は，廃棄物としての処理はできず，低レベル放射性廃棄物

処理施設で長期保管しなければならないなど厳格な管理が必要になる。 

(2) ところが，後述するとおり，特措法及び同施行規則は，指定廃棄物の指定基

準を８０００ベクレル／kg 超と定めた上で，８０００ベクレル／kg 以下であ

れば，放射性物質が含まれていない廃棄物と同様に，焼却や埋立てができるこ

ととした。 
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すなわち，東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子

力発電所から放出された放射性物質（以下「事故由来放射性物質」という。）

による環境の汚染が生じていることに鑑み，事故由来放射性物質による環境の

汚染への対処について，特措法第１７条第１項は，「環境大臣は，前条第１項

の規定による調査の結果，同項各号に定める廃棄物の事故由来物質による汚染

状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは，当該廃棄物を特別

な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指

定するものとする。」とし（以下，特措法第１７条第１項の規定による指定に

係る廃棄物を「指定廃棄物」という。），また，特措法施行規則第１４条は，

上記「環境省令で定める基準」について，「事故由来放射性物質であるセシウ

ム１３４についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム１３

７についての放射能濃度の合計が８０００ベクレル毎キログラム以下である

こととする。」と規定した。そして，指定廃棄物については，国が収集，運搬，

保管及び処分をしなければならず（特措法第１９条），また，当該収集，運搬，

保管及び処分を行う者は，環境省令で定める基準に従い，収集，運搬，保管及

び処分をしなければならないものとされたが（特措法第２０条），８０００ベ

クレル／kg 未満の廃棄物については，「放射性物質及びこれによって汚染さ

れた物」に該当しないものとされ，放射性物質が含まれていない廃棄物同様の

焼却や埋立てができることとなった(特措法第２２条)。 

以上のとおり，本来，クリアランスレベルにより，１００ベクレル／kg 超

の廃棄物は，廃棄物処理法にいう「放射性物質及びこれによって汚染された物」

に該当し，低レベル放射性廃棄物処理施設で長期保管しなければならないとこ

ろ，特措法第１７条第１項及び同施行規則第１４条が指定廃棄物の指定基準を

８０００ベクレル／kg 超と規定した結果，指定廃棄物に限っては，セシウム

１３４及びセシウム１３７二種の合計の濃度が１００ベクレル／kg 超であっ

ても，８０００ベクレル／kg 以下であれば，放射性物質が含まれていない廃

棄物同様の焼却や埋立てができることとなった。 

(3) しかし，指定廃棄物の基準を８０００ベクレル／kg とすることは，放射性

廃棄物としてのクリアランスレベルを８０倍に緩和するものであり，以下の観

点から問題であるといわざるを得ない。 

① この点に関し，環境省は，クリアランスレベルが１００ベクレル／kg とさ

れているにもかかわらず，指定廃棄物の指定基準が８０００ベクレル／kg

超と規定されたことについて，１００ベクレル／kg は「廃棄物を安全に再利



4 
 

用できる基準」であり，８０００ベクレル／kg は「廃棄物を安全に処理する

ための基準」であると説明している。 

しかし，前述のとおり，１００ベクレル／kg は，もともと，廃棄物処理法

の対象として処理できるかできないかを決定し，それ以下でないと，廃棄物

を安全に処理できない基準としても設定されたものである。今日もなお，福

島第一原発事故によって放出された放射性物質以外によって汚染された物

については，１００ベクレル／kg を基準としたままであり，環境省の説明は

誤りである。 

また，環境省は，１００ベクレル／kg 以上の廃棄物であっても，８０００

ベクレル／kg 以下であれば，作業時間の制限や居住制限をすることを前提

に，処理に伴って周辺住民及び処理を行う作業者が受ける線量が１mSv（ミ

リシーベルト）／年（公衆被ばくの線量限度）を超えず，処分施設の管理期

間終了以後，周辺住民の受ける線量が１０μSv（マイクロシーベルト）／年

以下（クリアランスレベルの設定に用いた基準）とすることができるため問

題ないと説明する。 

しかし，クリアランスレベルにおいては，作業者が当該物から受ける線量

も１０μSv／年以下となることを前提として１００ベクレル／kg が定めら

れ，それが長年にわたり法規範として運用されてきているにもかかわらず，

指定基準において，唐突に公衆被ばくの線量限度である１mSv／年を前提と

するのは不合理である。また，労働者の労働時間の想定も，現実に即してい

るかどうか疑問がある。 

以上のとおり，環境省の主張には理由がない。 

② 実際，汚染廃棄物の処理の現場では，最終処分場において，国が設定した

８０００ベクレル／kg という基準よりも低い４０００ベクレル／kg 又は２

０００ベクレル／kg などの基準を設け，その基準を超えるレベルの汚染廃棄

物を受け入れない事例も存在している（指定廃棄物処理促進市町村会議にお

いて千葉県，茨城県から出された意見）。 

環境省も，廃棄物の放射能濃度が８０００ベクレル／kg 以下であっても，

焼却した場合に焼却灰の放射能濃度が８０００ベクレル／kg を超える可能

性があるとして，焼却炉に搬入することができる廃棄物について，２４０ベ

クレル／kg以下又は４８０ベクレル／kg以下のものとする運用をしている。

その結果，各地で，８０００ベクレル／kg 以下の廃棄物（特に稲わら・牧草

などの農業系の物）であっても，焼却炉などにも運び込むことができずに，



5 
 

野積みのままとなっている。 

③ そして，指定基準以下であれば廃棄物処理法に基づく処理が可能とされた

ため，クリアランスレベルである１００ベクレル／kg の数十倍もの値の放射

能濃度の汚染廃棄物が水源地に作られた最終処分場に埋め立てられ，周辺住

民やその水を飲用などに使用している人々から権利利益を侵害するおそれ

があるとの意見が出されている。 

④ そもそも，特措法は，福島第一原発事故後の緊急状況に対処する必要性か

ら環境基本法等の改正を待たずに汚染廃棄物の処理や除染等の緊急措置を

可能とするために制定された法律である。また，同法の立法過程において，

指定廃棄物の基準については，環境大臣等から「平常時に廃棄物処理を行っ

ている市町村の処理技術，施設の能力等を勘案し，今後検討する。」旨の答

弁がなされていたものである（「福島原発事故の放射性物質による環境汚染

への対処～放射性物質汚染対処特措法案の成立と国会論議～」立法と調査３

２２号（２０１１年１１月８日））。 

⑤ 当連合会は，クリアランスレベルの値を緩和した廃棄物の処理基準を設け

ることには多くの問題があることを踏まえ，「放射性廃棄物かどうかを区別

する基準については，現行のクリアランスレベルである１０μSv／年を基本

として定める値（セシウム１３７については，１００ベクレル／kg）による

べきであり，したがって，１００ベクレル／kg 以上のものについては，放

射性廃棄物として厳重な取扱いが必要であるものとすべきである。」という

意見を表明した（２０１１年７月２９日付け「放射能による環境汚染と放射

性廃棄物の対策についての意見書」）。 

⑥ その後，国は，前述したように，特措法を制定し，指定廃棄物の指定基準

を制定したが，同法附則第５条において，「政府は，この法律の施行後３年

を経過した場合において，この法律の施行の状況について検討を加え，その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定めた。 

そこで，当連合会は，同年９月２０日付け「放射性汚染物質対処特措法施

行に当たっての会長声明」で，「政府は，…少なくともセシウム１３７が１

００ベクレル／kg 以上であれば，放射性廃棄物として，通常の埋立処理では

なく，特に厳重な処理を定めるべきである。」とした上で，特措法附則第５

条の規定を踏まえ，「放射性廃棄物の処理に係る科学的知見は今後，急ピッ

チで増進することが確実であるから，特措法の施行については適宜見直しを

図るべきであ」る，との声明を公表し，再度意見表明した。 
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⑦ しかしながら，国は，特措法附則第５条の規定を踏まえて，「放射性物質

汚染対処特措法施行状況検討会」を設置して，現在，見直し作業を進めてい

るが，上記検討会において，指定基準について議題に乗せることすらしてお

らず，しかも，上記のような多くの問題点を含んでいるにもかかわらず，こ

のような問題がないもののように取り扱われており，見直しをする意思を全

く有していない状況にある。 

(4) もっとも，現在，福島県内には，セシウム１３４及びセシウム１３７の量が

１００ベクレル／kg を超えている物が大量かつ広範に存在しているなど，汚

染廃棄物の処理が切迫した状況にあり，また，直ちに指定廃棄物の基準の数値

を１００ベクレル／kg まで引き下げた場合には，１００ベクレル／kg を超え

ている草刈り後の草や落ち葉すら，廃棄物処理法に基づく処理ができなくなっ

てしまい，特別の措置が必要となるなど混乱が生じるおそれがある。 

そこで，指定廃棄物の指定基準の適用について一定期間の経過措置を講じる

など現場の混乱を防止するための配慮を行うことを前提として，特措法施行規

則第１４条を改正し，現在の指定廃棄物の指定基準である「８０００ベクレル

／kg 超」という数値を，放射性物質利用に伴い発生する廃棄物等の処理等の

安全性のための最低限の基準であるクリアランスレベルが１００ベクレル／

kg であることを十分踏まえて，相当程度引き下げるべきである。 

２ 「当該廃棄物を特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染され

た廃棄物」（指定廃棄物）の指定手続の改正 

特措法第１８条第３項は，環境大臣が「特別な管理が必要な程度に事故由来放

射性物質により汚染された廃棄物」と指定するためには，当該廃棄物の占有者か

らの申請が必要と規定しているため，環境大臣は，当該廃棄物の占有者からの申

請がなければ，指定廃棄物と指定することができない。 

その結果，本来は指定廃棄物に指定されるべき物が，当該廃棄物の占有者から

の申請がなされておらず，指定廃棄物になっていない物が存在している。例えば，

岩手県では，１４００ｔもの放射性物質を含む牧草が未指定のままとなってい

る。また，埼玉県では，放射性物質を含む下水汚泥４５４ｔがあったが，未指定

のままである。未指定のままにしている理由としては，指定することによる風評

被害や処分の負担等をおそれての対応といわれているが，こうした廃棄物は，市

民の目が届かず，国も関知しないところで，適正な手続を踏まずに，放射性物質

を含まない廃棄物と同様の処理をされている可能性がある。 

したがって，当該廃棄物の事故由来物質による汚染の状態が，指定廃棄物の指
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定基準に該当すると認められるときは，環境大臣が当該廃棄物の占有者からの申

請がなくても指定廃棄物に指定できるようにするべきである。 

３ 特定廃棄物の処理（焼却及び埋立て）について 

(1) 特措法第２０条は，特定廃棄物の処理基準を環境省令で定めるものとし，環

境省令である特措法施行規則第２５条が焼却処理の基準について，同規則第２

６条が埋立処理の基準について各規定している。 

しかし，以下に述べるとおり，焼却処理又は埋立処理のいずれについても，

放射性物質の危険性を考慮した安全性についての調査・検討がされておらず，

適正な手続も整備されていない。焼却処理や埋立処理に関する安全性について

は，十分な調査・検討と公開の議論を経て，確認されるべきである。 

① 特定廃棄物の焼却処理については，焼却の際に放射性物質が施設外に放出

されるかどうかを判断するため，周辺の空間線量測定，測定場所の選定方法，

検出限界などの設定，気体状のセシウムのバグフィルター等による除去可能

性，焼却炉の構造・焼却廃棄物の種類・粉じんの粒径等がバグフィルターの

濾過能力に与える影響，さらに事故時等に緊急的にバグフィルターを使用し

ない可能性について，情報公開と住民参加の下で，十分に調査・検討が尽く

されるべきであるが，こうした調査・検討はされていない。 

また，事故由来放射性物質により汚染された廃棄物（以下「汚染廃棄物」

という。）の焼却処理については，そもそも，本件事故が起きる以前に，現

存する焼却施設では，放射性廃棄物を焼却した場合に，完全に放射性物質が

フィルター等によって捕捉されるかどうか，全く検討も調査もしていない。 

以上のとおり，調査・検討を経ずして策定された現在の焼却についての基

準（同規則第２５条第１項第３号等）は，極めて不十分であり，十分な調査・

検討を経て見直しがされるべきである。 

② 特定廃棄物を受け入れ，埋立処理をする最終処分場には，管理型処分場と

安定型処分場があるが，いずれについても問題が存する。まず，管理型処分

場は，生命線ともいえる遮水シートの安全性や耐久性が不十分であり（遮水

シートメーカーによって構成されている日本遮水工協会のホームページに

は，遮水シートの耐久性は１５年を目安とする考え方が一般的なものである

旨が記載されている。），１００年以上もの長期にわたる安全性が求められ

る特定廃棄物の埋立処理のための施設としては，十分な構造を備えていると

はいえず，実際，多くの処分場で破損事故が発生している。なお，管理型処

分場の浸出水処理施設は，放射性物質の除去を想定していない上，放射性物
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質に関する排出基準もない。 

次に，安定型処分場（素掘りの穴に廃棄物を埋める処分場）については，

仮に安定型処分場に特定廃棄物の埋立処理が行われれば，早晩地下水や土壌

の汚染を招くことになる上，汚染漏れが発生したことを確認することが困難

であり，汚染が発生した場合にそれを除去することは不可能に近いという状

態をもたらす。 

③ 国は，焼却炉や最終処分場について，そもそも，汚染廃棄物など放射性物

質を含む廃棄物の焼却又は埋立てという観点からの環境調査も影響評価も

実施していない。 

④ 以上のとおり，既存の最終処分場に特定廃棄物を埋立て又は処分すること

については多々問題点があり，その問題点についての十分な検討も尽くされ

ていない。 

したがって，現在の埋立てについての基準（同規則第２６条）は，極めて

不十分であり，十分な調査・検討を経て見直しがされるべきである。 

(2) これまで，産業廃棄物処理施設に関し，各地で住民と業者や許認可権者であ

る都道府県等との間で紛争が絶えなかったが，それは，事前に住民らに計画が

知らされることがなく，突然計画が示されるということに大きな原因の一つが

あった。 

国はこうした教訓に学び，特措法に基づく最終処分場の選定や，焼却炉の建

設等に当たっても，関係住民の範囲を広く設定し，その住民らに対して計画を

策定する前の段階からその内容を開示して，十分な説明を行い，住民らの疑問

点に対しても適切に対応し，その計画の当否も含めて住民らの意見を適切に反

映することができるよう，意思決定に際して広く住民が参加できる制度を設け

るべきである。 

また，国は，焼却炉や最終処分場について，そもそも，汚染廃棄物など放射

性物質を含む廃棄物の焼却又は埋立てという観点からの環境調査も影響評価

も実施していないにもかかわらず，それらを実施することが法令上定められて

おらず，そうした措置がとられないままとなっている。 

また，汚染廃棄物の焼却炉や最終処分場については，第三者による安全審

査の制度も運営についての監視制度もない。 

したがって，住民参加制度と並んで，焼却施設や最終処分場の建設・管理・

運用に当たっては，適切な環境アセスメント制度・安全審査制度などを作るべ

きであり，かつ，委員が住民代表や住民の推薦する専門家が半数を占め，議
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事が必ず公開される等の要件を備えた第三者的立場に立つ監視機関の設置も

されるべきである。 

(3) したがって，焼却処理や埋立処理については，第一に，その安全性について，

十分な調査・検討と公開の議論を経て，確認されるべきであり，第二に，特措

法施行規則第２５条及び第２６条を改正し，より安全性に配慮した，特定廃棄

物の処理基準が策定され，かつ，焼却施設や最終処分場の建設・管理・運用に

当たっては，適切な環境アセスメント制度・安全審査制度，十分な情報公開と

住民参加を実現する制度と独立・中立の監視機関が設けられるべきである。 

 

以 上 

 


